
大腸がん検診精密検査実施医療機関届出登録一覧     令和４年８月

番号 精密検査実施医療機関 所在地 連絡先 病理組織診断

1 大津赤十字病院 大津市長等１丁目１番３５号 077-522-4131 自院

2 地方独立行政法人市立大津市民病院 大津市本宮２丁目９番９号 077-522-4607 自院

3 大津赤十字志賀病院 大津市和邇中２９８ 077-594-8777 外注

4 独立行政法人地域医療機能推進機構滋賀病院 大津市富士見台１６番１号 077－537－3101 自院

5 琵琶湖大橋病院 大津市真野５丁目１番２９号 077－573-4321 外注

6 滋賀医科大学医学部附属病院 大津市瀬田月輪町 077-548-2111 自院

7 淡海医療センター 草津市矢橋町１６６０ 077-516-2530 自院

8 みつだ内科クリニック 草津市野路4-4-1 077-516-4386 外注

9 医療法人芙蓉会南草津病院 草津市野路五丁目２番３９号 077－562-0724 外注

10 近江草津徳洲会病院 草津市東矢倉３丁目３４番５２号 077-567-3610 自院

11 松本胃腸科クリニック 草津市西矢倉3-6-12-11 077-566-7525 外注

12 せきがわ内科クリニック 草津市上笠二丁目17－6アーバス草津１F 077－561－5588 外注

13 佐竹クリニック（内科胃腸科） 草津市西大路町8-28-102 077-569-3678 外注

14 若草診療所　　　           草津市若草5-13-1 077-564-2091 外注

15 あさの内科クリニック 草津市追分南一丁目1番14－１F号 077－565-2133 外注

16 滋賀県立総合病院 守山市守山５丁目４番３０号 077-582-5031 自院

17 済生会守山市民病院 守山市守山４丁目14番1号 077-582-5151 外注

18 医療法人德林クリニック 守山市守山6丁目8-3 077-514-3811 外注

19 内科胃腸科　井上ｸﾘﾆｯｸ 守山市吉身3-14-46 077-581-1233 外注

20 済生会滋賀県病院 栗東市大橋２丁目４番１号 077-552-1221 自院

21 栗東えりこ内科クリニック 栗東市御園846－1 077－576－5551 外注

22 栗東はた内科医院 栗東市苅原233 077－554-5550 外注

23 医療法人社団 真下胃腸科医院　　　　　　　　　　 栗東市霊仙寺1-1-52 077－553－1041 外注

24 市立野洲病院 野洲市小篠原１０９４ 077－587-4443 外注

25 かつじクリニック 野洲市市三宅2373 077-514-8611 自院

26 独立行政法人国立病院機構　紫香楽病院 甲賀市信楽町牧９９７番地 0748-83-0101 外注

27 甲賀市立信楽中央病院 甲賀市信楽町長野４７３番地 0748-82-0249 外注

28 公立甲賀病院 甲賀市水口町松尾１２５６番地 0748-62-0234 自院

29 甲南病院 甲賀市甲南町葛木９５８番地 0748-86-3131 外注

30 みなくち内科・消化器内科 甲賀市水口町南林口47番地2 0748-63-2100 外注

31 医療法人　川端医院 甲賀市土山町徳原４５１ 0748-67-0018 外注

32 うだ医院 甲賀市土山町北土山１６８４－１ 0748-66－1050 外注

33 医療法人田代クリニック 甲賀市水口町新城６９６番地 0748-63-0530 外注

34 湖南市立石部診療所 湖南市石部東五丁目３番１号 0748-77-4100 外注

35 なごみ内科クリニック 湖南市岩根4580 0748-69-6753 外注

36 近江八幡市立総合医療センター 近江八幡市土田町１３７９番地 0748-33-3151 自院

37 たかだ内科医院 近江八幡市日吉野町６７５ 0748-33-1203 外注

38 医療法人竹園医院 近江八幡市安土町常楽寺５９０ 0748-46-2450 外注
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39 まつおファミリークリニック
近江八幡市鷹飼町１４８５－６
　O・Hビル近江八幡

0748-32-3255 外注

40 医療法人　よしずみ内科クリニック 近江八幡市中小森町１２９番地１ 0748-31-0777 外注

41
独立行政法人国立病院機構
東近江総合医療センター

東近江市五智町２５５番地 0748-22－3030 自院

42 東近江市立能登川病院 東近江市猪子町１９１番地 0748-42-1333 自院

43 東近江敬愛病院 東近江市八日市東本町８－１６ 0748-22-2222 外注

44 中村医院 東近江市市妙法寺町８８０－１ 0748-22-8588 外注

45 東近江市蒲生医療センター 東近江市桜川西町３４０ 0748-55－1175 外注

46 日野記念病院 蒲生郡日野町上野田２００番地１ 0748-53-1201 自院

47 医療法人社団弓削メディカルクリニック 蒲生郡竜王町弓削１８２５ 0748-57-1141 外注

48 石塚内科クリニック 蒲生郡竜王町大字小口１６５８－１ 0748-58－0025 外注

49 彦根市立病院 彦根市八坂町１８８２番地 0749-22-6050 自院

50 彦根中央病院 彦根市西今町４２１番地 0749-23-1211 外注

51 医療法人友仁会　友仁山崎病院 彦根市竹ヶ鼻町80番地 0749－23－1800 外注

52 医療法人　德田医院 彦根市出路町218-1 0749-43-7001 外注

53 豊郷病院 犬上郡豊郷町八目１２番地 0749-35-3001 外注

54 医療法人社団健友会　若松医院 犬上郡甲良町尼子2019-1 0749－38-2482 外注

55 長浜赤十字病院 長浜市宮前町１４の７ 0749-63-2111 自院

56 市立長浜病院 長浜市大戌亥町３１３番地 0749－68-2300 自院

57 長浜市立湖北病院 長浜市木之本町大字黒田１２２１ 0749-82-3315 外注

58 西川医院 長浜市元浜町28-31 0749－62-4412 外注

59 みやこクリニック 長浜市湖北町速水2778 0749-78-1884 外注

60 おおはらクリニック 米原市市場411 0749－55-1009 外注

61 塚田医院 米原市箕浦68 0749-52-0041 外注

62 高島市民病院 高島市勝野１６６７番地 0740-36-0220 自院

63 マキノ病院 高島市マキノ町新保１０９７ 0740-27-0099 外注

64 医療法人氷室内科医院 高島市安曇川町末広二丁目12 0740－32-2112 外注

65 医療法人のぞみ会　藤井医院 高島市今津町南新保514番地1 0740－22－5311 外注


